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尖閣・竹島―「固有の領土」論の危うさ。 
―ヨーロッパの国際政治から 羽場久美子 
岩波『世界』2013 年、2 月号 
 
日本政治はどこへ？ 
 

２０１２年８月後半、私は北京の外交学院に

おける、ＮＥＡT(東アジアシンクタンクネット

ワーク)の会合に、東アジア共同体評議会副議長

として参加した。そこでは、アジアのアセアンプ

ラス日中韓の代表が集まり、フランクな話し合

いが行われた。 
 中国からは外交学院の学長・副学長が主催し、

外務副大臣も参加して基調講演を行う中、南シ

ナ海での中国の軍事力の強化に関する質問など

も出て、一瞬緊張感が走ったが、その後の質疑の

中で、シンクタンクの更なる強化、若者の教育・

育成の重要性、軍レベルでの共同の必要性や、政

府・市民レベルでのホットラインの形成など、領

土問題の対立と緊張の中で、それを「信頼構築」

によって解決しようとする前向きの姿勢が感じ

られる会合であった。また会では、アセアンプラ

ス日中韓を超えて、アメリカ・ＥＵなど、外部の

国との協力も確認され、冷静で友好的な雰囲気

の中、会合が終了した。 
 その後筆者は、一旦ハーバード大学に帰り、野

田首相の、「尖閣国有化、２０億での購入」の話

は、アメリカで聞き、耳を疑った。その後日本に

帰国してさらに、日本国内のナショナリズムが

異様に高まっていること、中国も８月とは打っ

て変わって、市民レベルでのデモや焼き打ちが

始まったことに、強い危惧を覚えた。１か月前の

晩夏の北京の様子が、とても和やかで、街中を歩

いても、バスに乗ってもやさしい言葉をかけて

いただき歓待を受けただけに、目の前で起こっ

ているテレビの報道が、何か作られたように映

ったのである。 
 
１．「固有の領土」とは何か？ 
 
 筆者は、ヨーロッパのナショナリズム、マイノ

リティおよび境界線の研究から始め、現在はＥ

Ｕ（欧州統合）の拡大を研究している。 
そうした中で、この間の尖閣・竹島の領土問題

は、専門からすると、戦争が始まってもおかしく

ない緊張関係に入っている。中でも最も気にな

るのは、「固有の領土」の論じ方である。 

現状を一般的な解釈で羅列すると、以下の 
４点が特徴である。 

 
１）周辺国との領土紛争と、孤立化 
２）抗争領土の占拠―「国有化」 
３）「固有の領土」、歴史的領土論 
４）1 国だけとの軍事同盟 
 これらは、国際関係史的にとらえると、まさに、

戦争が始まってもおかしくない状況にある。日

本政治は、どこへ行くのだろうか。あるいは東ア

ジアの安全保障は、いかなる方向に向かうのだ

ろうか。 
 この 4 つの危うい問題について、固有名詞を

取り除いて、歴史と国際政治という観点から考

えてみよう。            
 4 つのうち最も問題となるのが、３）「固有の

領土」論の問題、そして１）周辺国との領土紛争

と孤立化、の問題である。 
 「固有の領土」をめぐる対立は、欧州にもある。

いや欧州の歴史は第 2 次大戦までは領土をめぐ

る戦争の歴史であったといっても過言ではない。

しかし通常欧州の歴史解釈では、どちらの民族

が先に住んでいたか、あるいは、先史の民族は何

系の民族に属するか、ということで通常先史や

古代史において先住民との関係で使われる言葉

である。 
 19 世紀や 20 世紀に、国家が抑えた領土を、

「固有の領土（native territory、native land）」
ということは、まずありえない。19 世紀はむし

ろ欧州では、先住民族ないし小国に対して、ある

いは人が住んでいない場合、その山や川や領土

や島に対して、近代化に成功した大国が拡大し

ていく過程であり、それを「固有の領土」と呼ぶ

ことは、紛争と対立を挑発することである。 
 「固有の領土」は極めて慎重に使う必要がある

言葉である。 
 アメリカはどうだろうか。 

アメリカで「固有の領土」というと、先住民の

権利となる。それゆえ、アメリカでは（歴史的な）

「固有の領土」という用語は通常使用しない。17
世紀に入植した、かつ先住民がいた領土に、「固

有の」という言葉は当てはまらないし、それを言

い始めると、白人の入植自体が合法的に説明が

つかず出ていかねばならなくなる。「移民の国」

の存立にかかわるからだ。 
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２．歴史と領土対立 
 
 多くの、いやほとんどの歴史的な国家は、近隣

諸国との領土問題の対立の中で生きている。 
ほとんどの国において、領土問題が、潜在的に

存在しない国はない。アルザス・ロレーヌ、グダ

ンスク（ダンツィヒ）、フォークランド、新疆ウ

ィグルに至るまで、歴史的に国境紛争のない地

域はない。しかし、領土問題を強調し始めると、

それは容易に戦争の原因となる。 
 先にも述べたように、南北アメリカ大陸で「固

有の領土」論を言い始めれば、全ての白人が出て

いかねばならないことになる。オーストラリア

もそうだ。「移民の国」は、まさに「固有の領土」

論を侵して、現在もともとは先住民がいた地域

に居座っていることになる。近代以降における

「固有の領土」論は、国際政治史ではタブーなの

である。 
 
３．国境の凍結は、紛争の防止 
 
 ではどうすればよいのか。 

ヨーロッパは、2000 年以上にわたり、領土と

資源をめぐって紛争が続いてきた。 
第 2 次世界大戦で 3700 万人という人々が亡

くなったり行方不明になった後、戦後の交渉を

経て、1975 年のヘルシンキ宣言で「国境を凍結

する」ということを行った。それによって戦争を

防止し、「現状を維持」することによって平和を

保とうとした。ドイツは、東西に分断されたまま、

である。領土問題を紛争化すればどちらにも言

い分は無限に出てくるからである。当時、西ドイ

ツのブラント首相は、それを受け入れた。ドイツ

の分断こそが、ヨーロッパの平和を創る、とほと

んどのヨーロッパ人が考えたという背景ゆえに、

ドイツは「屈辱を持って」しかし肯定的に、ヘル

シンキ宣言を受け入れたのである。 
 １９８９年に、ハンガリー国境が東ドイツ人

の西への逃亡に対しても開かれたことを契機に、

ベルリンの壁が崩壊した。ドイツは、国民の東西

の交流によって、コールの「一つのドイツ」「一

つのマルク」「一つのヨーロッパ」の掛け声のも

とに一つになった。「国境の凍結」は、現実にお

いて動き始めた。 
その結果、何が起こっただろうか。ユーゴスラ

ヴィアで、それぞれの民族が独立の動きをはじ

め、それは１０年に亙る民族紛争の殺戮の泥沼

化を引き起こした。ソ連邦からは次々と民族が

独立を宣言し、ソ連邦は解体した。 
ユーゴスラヴィアの泥沼化する紛争と独立の

動きが、ＮＡＴＯの空爆によって止まって初め

て、ふたたびヨーロッパは「バルカンのＥＵへの

取り込み」を宣言し、バルカンの平和が達成され

るまでヨーロッパの平和はない」と当時の欧州

委員長プローディに言わせたのである。 
 現代の国際政治の安定は、「固有の領土」の上

に立っているのではなく、「現状凍結」の上に立

っている。そうでないとあらゆる地域に潜在的

抗争が存在し、各地で紛争・戦争が始まるからで

ある。 
 宇宙飛行士の毛利衛さんは、2012 年の夏、イ

ンドネシア・ボゴールでのグリーン・エコノミー

の国際会議の際、パワーポイントで宇宙から見

た地球を映し、次のように述べた。 
 「宇宙から見た美しい地球には、海にも陸にも

線は引かれていない。線を引いたのは人間であ

る」と。 
 
 境界線は有史以来、「なわばり」として、無限

に拡大と縮小を繰り返す。パワーが拡大すると

き、強いものが弱いものに対し、それを併合し境

界線を拡大するからだ。もしくはそこに資源が

存在するとき、そこは大国によって併合される。

人々も境界線に従って移動する。民族の大移動、

十字軍、ハーメルンの笛吹き男の伝説があるド

イツの東方植民、ポーランドの３帝国（ロシア・

ドイツ・ハプスブルク）の３分割による国家の消

滅、オスマン・トルコの拡大、ソ連邦の拡大、大

国化する中国の拡大。。。 
 先住民がどちらの民族かということさえ、通

常ヨーロッパでは結論が出ない。「固有の民族」

Native は今そこに住むどちらの民族でもない可

能性が極めて高いからであるからだ。 
 
４．近隣国からの「孤立」の問題点 
 
 グローバル化の中、近隣国との共同が叫ばれ

る現在、日本は最も近い近隣国のうち殆どの隣

国３国と抗争地域を持ち、「孤立化」している。

欧州はこれを不安な眼で眺めている。バルカン

で、アメリカで、フランスやイギリスでさえ、「固

有の領土」論が始まれば、支配民族が出ていかね

ばならない領域は多い。国際関係史上、議論とし

てはならない論争なのである。 
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 こうした抗争地域を、一方が「国有化」宣言し、

金で買ったらどうなるか。さらに、近隣３国と紛

争を起こしながら、それとは異なる 1 国とだけ

の軍事同盟を主張すればどうなるか。2 点目、4
点目の問題である。日本という固有名詞を外し、

例えば欧州の国際政治で、歴史的にみれば、極め

て危うい戦争前夜の状況である。これで国連を

脱退すれば、１９３０年代後半の状況である。日

本はいつからこのように危うい国際関係の上に

立つようになったのだろうか。 
 第 1 次世界大戦、第 2 次世界大戦は、バルカ

ンにおける領土紛争、ドイツの領土拡大により、

大国のバランス・オブ・パワーが崩れ、それが戦

争の引き金を引いた。 
 第 1 次世界大戦では、オーストリア＝ハンガ

リー帝国の境界地域、サライェヴォの一発の銃

声が、急速に軍事同盟の再編を促し、歴史的な大

国ハプスブルク帝国、ドイツ帝国、ロシア帝国、

オスマン帝国が次々と崩壊し、戦後、国境は大幅

に変更された。 
 第 2 次世界大戦では、その「国境線の変更」を

不服として、ドイツやイタリアで「領土回復要求 
（イレデンティズム」）が起こる。 
 これが各地で紛争の火種となり、ミュンヘン

会談での融和政策はむしろ、戦争の引き金とな

り、ドイツによる東欧の併合とその後の独ソ不

可侵条約、さらには独ソ戦を引き起こした。 
 ここで重要な「教訓」は、紛争地域の「国境線

の変更」は問題の最終的解決でないことである。

コソヴォをめぐる戦いが数百年前の「コソヴォ

の戦い」を理由に、互いが「国境の引き直し」を

要求したように、ドイツとイタリアの国境の変

更要求が、「危機の 20 年」から第２次世界大戦

を生んだように、国境線の変更は、何百年に亙る

怨念と戦争の火種に火をつけ、対立を燃え上が

らせることになる。 
 領土抗争は、欧州でもアメリカでもタブーで

あり、欧米はそれに火種を与えないよう、極めて

繊細な注意を払っている。近隣国との抗争、それ

を後押しする他国との軍事同盟は、パワーバラ

ンスが崩れたときに、極めて危険な対立の連鎖

を引き起こす。それは、ハプスブルク帝国のサラ

イェヴォに響いた一発の銃声をきっかけに「世

界を巻き込む」大戦をよび、数世紀にわたって存

続した帝国が崩壊してしまうほどのエネルギー

を持つ。またその大戦による領土分割への怨念

が、短い「危機の２０年」を経て、第２次世界大

戦をもう一度、呼び込んだ。国境紛争とはそのよ

うなものである。一瞬のある事件により、人が一

人犠牲になることにより、政府にも国民にも止

められない熱狂的対立状況を引き起こしてしま

う。 
 現在日本と近隣国の間で起こっていることは、

世界史、国際関係史で見た場合に、ありえないほ

どのタブーが犯され始め戦争前夜の条件を整え

つつあるのである。 
 
５．解決策はなにか。「国境線の凍結」 
 
 では解決はどこにあるか。解決策は、いまであ

れば、双方の冷静な「政治的意思」と判断で行え

る。長引けば長引くほど、解決は困難になる。 
 １９７５年のＣＳＣＥ（全欧安保協力会議）で

欧州のヘルシンキ宣言、「国境の凍結」と「現状

維持」に倣い、関係諸国が一堂に集まり、まずは

「棚上げ」すなわち「現状維持」を確認すること

である。 
 領土問題は「話し合い」で決まらない。ゼロサ

ムゲーム（どちらかが損をする。ともに勝つ、は

ない）であるから、取るか取られるか、なのであ

る。 
 
 アメリカやオーストラリアが先住民との話し

合いで問題解決ができるだろうか。話し合いで

解決できない抗争領土は、長期的にまずは「現状

維持」（放っておくこと）で凍結すべきである。

その上で双方が満足する方向を、時間をかけて

探っていく。 
 学問として検討していくのであれば、先住民

が誰であったか、有史・古代以来、どのような民

族がすみ、かつ生活していたか、現在、誰がその

領域で生活しているか、である。 
 漁業は共同漁場にすればよいし、資源がある

なら共同開発すればよい。 
 現在起こっている状況と反対のことをやれば

紛争は静まり平和になる。むずかしいことでは

ない。国と国との問題以上に、そこに居住してい

る人の立場から考えるとどうなるだろうか。 
「固有の領土」は棚上げする。双方の漁場を認

め生活圏を認める。資源は共同開発する。隣国と

敵対せず孤立しない。殆ど現状を変えることな

く、平和と友好、経済発展が保てるのである。 
 
 



4 
 

６．要塞か、「出会いの場」か 
  
 冷戦が終焉して、各地で民族紛争が勃発し始

めた時、ハンチントンは、これを、イデオロギー

の対立から「文明の衝突（Clash of Civilization）」
と呼んだ。そして対立する宗教・文明を分かつ境

界線を「要塞（fortless）」と呼んだのである。ハ

ンチントンは、それによって、キリスト教文明圏、

イスラム教文明圏、儒教文明圏、ヒンドゥー教文

明圏の、文明の境界線の間に、それぞれ超えられ

ない壁が存在し、この「要塞」をめぐって、お互

いの緊張関係が高まり、共存はできないと論じ

た。そしてそれが、９．１１のテロ以降、アフガ

ニスタン、イラクの攻撃の正統性の根拠として

使われたのである。 
 しかし、ちょうど同じころ、欧州の境界線にい

て、文化人類学者による興味深い定義を聞いた。

彼らは境界線を「出会いの場（Contact Zone）」
と呼び、そこで人々は異なる宗教、異なる言語、

異なる生活習慣と出会いつつ、異民族間結婚に

よって、共存（co-existance）していくすべを、

学ぶのである。正教会とカルヴァン派、イスラム

と正教会の夫婦が共に結婚することにより、結

婚式を双方の習慣で行い、子供を双方の習慣で

祝い、葬式も双方のしきたりで行って、ともに墓

に入る、ということを民族混住地域の境界線上

の村で、数世紀の歴史を追って「出会いの場」と

しての境界線の意味を明らかにした報告は、感

動的であった。 
我々も、日本と中国本土からは遠く離れた、尖

閣を、互いのものであるとして争う前に、沖縄や

台湾、周辺の島々の共同漁場の一つとして、また

それらをつなぐ群島の一つとして、とらえ返す

ことの意味を考える必要があろう。 
 
６．エネルギー・食糧自給率と紛争 
―賢者は歴史に学ぶ― 
 
 他方、対立がエスカレートし、どちらかが危う

い国に対して経済封鎖が行われれば、どうなる

だろうか。 
 日本は、平和と安定の上に成り立っていると

される。であるからこそ、不安定な紛争国では到

底ありえないほどの、食料、エネルギー自給率で

ある。 
食糧備蓄が少なく、食料の自給率が、コメなど

を除き、３８％、エネルギーの自給率が、原発を

含めて１８%、原発を除くと４％に過ぎない、と

いわれる驚くべき国では、数か月も持たず危機

の状況が訪れる。 
（エネルギー自給率の表） 
とくに、福島原発事故後、エネルギー問題が盛

んに議論されているが、日本のエネルギーの自

給率の低さに愕然とする。 
 アメリカ、中国の食糧自給率がそれぞれ７

２％、９４％であるというエネルギー自給率の

高さを比べてみれば、両国がいかに、経済封鎖や

戦争に対して、いざという時の備蓄を行ってい

るか。日本がいかに、国際関係上脆弱な位置にい

るかが理解できる。日本は周辺国および世界と

相互依存し共同してしか生きていけない地域で

ある。にもかかわらず、21 世紀に入り、経済的

にも不安定で、3.11 の震災で未曽有の被害を受

けており、なにより復興と現地のケアに力を裂

かねばならない状況にあるにもかかわらず、近

隣国との間に、共同ではなく対立を生み出し、内

部抗争に明け暮れているのである。 
 ＡＳＥＡＮ＋ＪＫＣ、アジア１３か国が普通

に経済活動を行っていけば、われわれは既に米

欧に並ぶ経済力を持っている。そうした中、米欧

はそのアジアの経済発展に対して、いかに対抗

するかを考えつつ、米欧ＦＴＡを開始している。 
そんな中、日本は何の利益を求めて、近隣諸国

と敵対し、「固有の領土」を主張しているのだろ

うか。 
 
 

 それは歴史に学ばず、19 世紀、20 世紀の戦争

と孤立化の愚を繰り返すことになる。 
 「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」と言

われる。 
歴史に学び、あらゆる近隣国との友好を前提

として、領土問題を棚上げし、善隣友好関係を確

立する。「固有の領土」論争については、双方の

学者の検討にゆだねる。 
 それが国家ないし国民として取るべき、もっ

とも重要な、かつ双方から指示を得られる妥当

な政策であるのではないだろうか。 
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表１  主要国のエネルギー利用 
石炭、石油、ガス、原子力、水力、その他 
 

 
 
表２ 主要国のエネルギー自給率 

 

General Energy of Major countries by Power Source (%, 2008) (Source IEA) 
Country Coal Oil Natural 

gas 
Nuclear 
power 

Hydro 
power 

Other Energy self- 
sufficiency rate 
(  / incl. nuc.p) 

Japan 26.8 13.0 26.3 24.0  7.1  2.8   4/18   ! 
The US 49.1  1.3 21.0 19.3  5.9  3.4  72/75 
China 78.9  0.7  1.2  2.0 16.7  0.4  94/94 
India 68.6  4.1  9.9  1.8 13.8  1.9  
Russia 18.9  1.6 47.6 15.7 15.9  0.3  
Germany 46.1  1.5 13.9 23.5  3.3 11.8  32/40 
France  4.8  1.0  3.8 77.1 11.2  2.1  15/51 
Brazil  2.7  3.8  6.3  3.0 79.8  4.5  
World total 40.9  5.5 21.3 13.5 15.9  2.8  
 


